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事務局大会議室
佐藤(学長・議長)，神田，江羅，中根，加藤，大河原，石堂，四宮，齋藤，中路，
奥村，對馬，木田，稲村，竹ヶ原，鈴木，鮫島，佐藤（三），神本，佐々木，
柏倉，木村，長谷川，牧野，郡，杉山の各評議員
南條学長特別補佐，井口監事，北川監事
山口法人内部監査室室長補佐
手塚学務部長，上野施設環境部長，膝舘学術情報部長，奈良岡総務課長，
齊藤企画課長，池田人事課長，植田財務企画課長，粟野教務課長，大西入試課長，
竹内研究推進課長，古舘総務課課長補佐，澤田総務課総務・秘書G係長，
鳥潟総務課総務・秘書G係長

配付資料
役員等一覧
資料１（事前配付）
資料２（事前配付）
資料３（事前配付）
資料４（事前配付）
資料５（事前配付）
資料６（事前配付）
資料７（事前配付）
資料８（事前配付）
資料９（事前配付）
資料10（事前配付）
資料11（事前配付）
資料12（当日配付）
資料13（当日配付）

弘前大学学則 新旧対照表（案）
弘前大学再入学に関する規程（案）
弘前大学大学院学則 新旧対照表（案）
弘前大学人文学部規程 新旧対照表（案）
弘前大学教育学部規程 新旧対照表（案）
弘前大学理工学部規程 新旧対照表（案）
弘前大学農学生命科学部規程 新旧対照表（案）
弘前大学大学院教育学研究科規程 新旧対照表（案）
弘前大学大学院保健学研究科規程 新旧対照表（案）
弘前大学大学院理工学研究科規程 新旧対照表（案）
弘前大学大学院農学生命科学研究科規程 新旧対照表（案）
名誉教授候補者名簿，履歴書，功績調書，在職年数調書
平成２７年度弘前大学入学者選抜〔一般入試〕（前期日程・後期日程）に
おける「数学」及び「理科」の取扱いについて（予告）（案）
資料14（当日配付） 教員の資格審査（様式１）
資料15（当日配付） 文部科学省が公募予定の事業一覧
資料16（当日配付） 学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針（案）
資料17（当日配付） 平成２４年度大学入試センター試験教科別受験状況
資料18（当日配付） 平成２４年度弘前大学入学者選抜一般入試（前期日程／後期日程）志願者
数一覧
資料19（当日配付） 平成２４年度弘前大学特別研究員採択（継続・新規）一覧表
資料20（当日配付） 弘前大学安全保障輸出管理説明会実施要項
資料21（当日配付） 寄附講義計画書
資料22（当日配付） ２１世紀教育センター運営委員会（第127回） 議事要録（案）
資料23（当日配付） 教育・学生委員会（第92回）議事要録（案）
資料24（当日配付） 研究・産学連携委員会議事要旨

◎

学長から，１月１０日開催の教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ，承認された。

審議事項
審議１

弘前大学学則の一部改正及び弘前大学再入学に関する規程の制定について
中根理事から，資料１に基づき，授業料の未納により除籍となった者が，勉学を継続で
きる状態になったときに，自主退学した者と同様に再入学を志願することができることと
する学則の一部改正，及び資料２に基づき，これに関連する再入学に関する規程の制定に
ついて説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に提案することとされた。
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審議２

弘前大学大学院学則の一部改正について
中根理事から，資料３に基づき，「学校教育法等の一部を改正する法律」の改正により
薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものの
修業年限が６年とされたことに伴い，医学研究科の入学資格について所要の改正を行うこ
と，及び企画課長から，平成２４年度に農学生命科学研究科を現在の４専攻から１専攻５
コース制に改組することに伴う，入学定員等について規定の整理を行うこと等について説
明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会へ提案することとされた。

審議３ 学内諸規程の一部改正について
（１）弘前大学人文学部規程の一部改正について
石堂人文学部長から，資料４に基づき，人間文化課程及び現代社会課程に係る他課程共
通開設科目を見直し整理すること，博物館法施行規則の一部改正の施行に伴い，学芸員の
資格を取得するための授業科目の見直しを行うこと，及び経済学コース内のカリキュラム
の充実を図ることとする規程の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり
了承され，役員会へ提案することとされた。
（２）弘前大学教育学部規程の一部改正について
齋藤評議員から，資料５に基づき，博物館法施行規則の一部改正の施行に伴い，学芸員
の資格を取得するための授業科目の見直しを行うこと，カリキュラムの整備・充実を図る
ため，学部共通科目にキャリアサポート実習の授業科目を新設すること，及び教育実習の
履修に関する特別措置規定を整備することとする規程の一部改正について説明があり，審
議の結果，原案のとおり了承され，役員会へ提案することとされた。
（３）弘前大学理工学部規程の一部改正について
稲村理工学部長から，資料６に基づき，学務情報システムの利用により履修登録者の確
認が可能となったことによる履修カードの廃止，及び数理科学科における，選択必修の修
得単位数及び開講学期等の変更を行うことにより基礎的な授業科目の履修により教育効果
の向上を図ることとする規程の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり
了承され，役員会へ提案することとされた。
（４）弘前大学農学生命学部規程の一部改正について
鈴木農学生命科学部長から，資料７に基づき，学科再編後の学年進行が終了することに
伴い，全学科の授業科目について授業科目の新設等を行うことにより教育効果の向上とカ
リキュラムの充実を図ること，及び園芸農学科に係る他学科開設科目を見直し整理するこ
ととする規程の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員
会へ提案することとされた。
（５）弘前大学大学院教育学研究科規程の一部改正について
齋藤評議員から，資料８に基づき，カリキュラムの整備及び充実を図るため，共通科目
を見直すとともに履修方法の改正を行うこととする規程の一部改正について説明があり，
審議の結果，原案のとおり了承され，役員会へ提案することとされた。
（６）弘前大学大学院保健学研究科規程の一部改正について
對馬保健学研究科長から，資料９に基づき，研究指導体制の充実を図るため，博士後期
課程における副指導教員を他分野担当の教員を充てることができることとする規程の一部
改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会へ提案することと
された。
（７）弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正について
稲村理工学研究科長から，資料10に基づき，博士前期課程理工学専攻の全７コースにお
いて授業科目の新設等により教育効果の向上とカリキュラムの充実を図るため，及び博士
後期課程における授業科目の新設等カリキュラムの充実を図ることとする等の規程の一部
改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会へ提案することと
された。

- 2 -

（８）弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について
鈴木農学生命科学研究科長から，資料11に基づき，平成２４年度に大学院農学生命科学
研究科（修士課程）を４専攻から１専攻５コース制に再編することに伴い，カリキュラム
の改正等所要の整備を行うこととする規程の一部改正について説明があり，審議の結果，
原案のとおり了承され，役員会へ提案することとされた。
審議４

弘前大学名誉教授称号授与について
学長から，資料12に基づき，遠藤正彦前弘前大学長についての，教育上の功績及び学術
上の功績について説明があり，審議の結果，名誉教授称号授与について了承され，役員会
へ提案することとされた。

審議５

平成２７年度大学入試センター試験及び個別学力検査における「数学」及び「理
科」の取扱いについて
中根理事から，資料13に基づき，平成２７年度入学者選抜における「数学」及び「理
科」の取扱いに関して，各学部における対応等について説明があり，審議の結果，原案の
とおり了承され，役員会へ提案することとされた。

報告事項
報告１ 教員の人事について
（１）教員の採用・昇任
石堂人文学部長，齊藤評議員，中路医学研究科長，稲村理工学研究科長，鈴木農学生命
科学部長，神田学内共同教育研究施設等人事委員会委員長から，資料14に基づき，下記職
員の採用等について報告があった。
人文学部
堀
智弘（なし）
講師採用 （24. 4. 1付け）
准教授採用 （24. 4. 1付け）
教育学部
上野 秀人（福岡県大野城市立大野中学校教諭）
講師採用 （24. 4. 1付け）
森本 洋介（京都大学大学院教育学研究科研究員）
附属病院
今井
篤（大館市立総合病院医師）
助教採用 （24. 1.16付け）
仲田
崇（附属病院助手）
助教昇任 （24. 2. 1付け）
武田 育子（青森県立中央病院医師）
助教採用 （24. 4. 1付け）
助教採用 （24. 4. 1付け）
西村 顕正（山形県立中央病院外科医長）
助教採用 （24. 4. 1付け）
中井
款（国立療養所松丘保養園医師）
助教採用 （24. 4. 1付け）
木村 昭利（青森県立中央病院がん診療センター医師）
理工学研究科
浅田 秀樹（理工学研究科准教授）
教授昇任 （24. 4. 1付け）
准教授採用 （24. 4. 1付け）
藤崎 和弘（北海道大学大学院工学研究院助教）
助教採用 （24. 4. 1付け）
千坂 光陽（豊橋技術科学大学大学院工学研究科助教）
助教採用 （24. 4. 1付け）
農学生命科学部 金児
雄（弘前大学農学生命科学部研究支援者）
ｼｬｰﾘｰ ｼﾞｮｲ ﾊﾞｰﾏﾝ（JLF LLC 代表）
准教授採用 （24. 2.16付け）
国際交流センター
准教授採用 （24. 2.16付け）
ｱﾀﾞﾑ ｾﾗｸﾞ（国際教養大学英語集中プログラム助教）
講師採用 （24. 3. 1付け）
村山 陽平（鹿児島大学教育センター特任講師）
中村 裕昭（海上保安大学校教授）
教授採用 （24. 3. 1付け）
報告２

文部科学省の公募予定事業について
江羅理事から，資料15に基づき，文部科学省が公募を計画している事業について報告が
あり，現在のところ事業についての詳細は不明だが，関係部署においては申請の準備を進
めるよう発言があった。

報告３

弘前大学「学位授与の方針(DP)」，「教育課程編成・実施の方針(CP)」の制定に
係る検討状況について
中根理事から，資料16に基づき，本学が定める学士課程及び大学院課程毎の「学位授与
の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」の検討状況について報告があった。

報告４

平成２４年度大学入試センター試験の実施結果について
中根理事から，資料17に基づき，弘前大学試験場における受験状況について報告があっ
た。関連して，担当した理工学研究科，農学生命科学部及び関係者に対して謝辞があった。
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報告５

平成２４年度入学者選抜個別学力検査入学志願者数等について
中根理事から，資料18に基づき，平成２４年度個別学力検査（前期日程・後期日程）の
志願者数等について報告があった。

報告６

平成２４年度弘前大学特別研究員の採択（継続・新規）について
加藤理事から，資料19に基づき平成２４年度の特別研究員として継続４名，新規２名を
採択したことの報告があった。

報告７

弘前大学安全保障輸出管理説明会の開催について
加藤理事から，資料20に基づき，安全保障輸出の適切な管理に関する知識を深めるため
の説明会を開催することの報告があった。

報告８

人文学部における寄附講義の開設について
石堂人文学部長から，資料21に基づき，平成２４年度に開設する３件の寄附講義の申込
みがあったことの報告があった。

報告９ 委員会等報告
（１）２１世紀教育センター運営委員会
木村２１世紀教育センター長から，資料22に基づき，１月１９日開催の同委員会につ
いて，次の事項の概要に関して説明があった。
１．平成２３年度後期末試験について
２．弘前大学２１世紀教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する
規程の一部改正ついて
３．平成２４年度非常勤講師資格審査について
４．平成２４年度非常勤講師による授業計画について
５．平成２４年度ティーチング・アシスタントによる授業計画について
６．平成２３年度２１世紀教育授業運営・担当評価について
７．授業担当教員数の少ない科目への対応について
（２）教育・学生委員会
手塚学務部長から，資料23に基づき，１月２６日開催の同委員会について，次の事項の
概要に関して説明があった。
１．大学院学則の改正について
２．教育課程編成・実施の方針(CP)及び学位授与の方針(DP)について
３．公開授業・検討会における要望等について
４．学生表彰について
５．新入生に対する生活指導の実施について
（３）入学試験委員会
中根理事から，１月２３日開催の同委員会について，次の事項の概要に関して説明があ
った。
１．平成２７年度大学入試センター試験及び個別学力検査における『数学』，『理科』
の取扱いについて
引き続き，２月１０日開催の同委員会について，次の事項の概要に関して説明があった。
１．平成２４年度入学者選抜個別学力検査の実施について
２．入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）について
３．大学院入試日程等について

（４）研究・産学連携委員会
加藤理事から，資料24に基づき，１月１１日開催の同委員会について，次の事項の概要
に関して説明があった。
１．共同研究・受託研究取扱規程の改正について
２．弘前大学における産学連携に関するアンケート結果について
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３．平成２４年度科研費政府予算案について

報告10 その他
（１）「弘前大学における男女共同参画の取り組みに関する各部局アンケート」実施につい
て
杉山男女共同参画推進室長から，男女共同参画の取り組みに関するアンケートを全学で
実施することの報告があり，併せて協力の要請があった。
（２）評議員の退任について
学長から，２月２９日付けで退任する石堂評議員の紹介，及び石堂評議員に対しての謝
辞があり，石堂評議員から挨拶があった。

（３）次回以降の開催予定日
平成２４年３月１３日（火）１３：３０〜
平成２４年４月１０日（火）１３：３０〜
以
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上

